平成22年第1回 上天草市議会定例会 議案概要
議

案

名

担当課等
電話番号
内線番号

概

要

専決処分の報告並びにその承認を求めることについて

総務課
市道排水施設の不具合により発生した車両破損事故について、専決処分し
0964－56－1111
たことの報告並びにその承認を求めるものです。
内線1235

上天草市特別職の職員で非常勤のものの報酬及
び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

総務課
松島庁舎等建設検討委員会の委員を見直したこと等に伴い、松島庁舎等建
0964－56－1111 設検討委員（専門委員：日額13,000円、委員：日額5,000円）や親善大使（日額
内線1246
5,000円）の報酬について、あらたに追加するものです。

上天草市松島庁舎等建設検討委員会設置条例の
一部を改正する条例の制定について

松島庁舎等の建設に向けた検討を進めるに当たり、松島庁舎等建設検討委
員会について、学識経験者、市民代表を含む第三者を委員とした組織とし、
企画政策課
0964－56－1111 建設計画のほか、必要な事項について調査及び審議を行い、その答申を踏
まえて市の基本方針等を策定するため、松島庁舎等建設検討委員会設置条
内線1220
例の一部を改正するものです。

上天草市道路占用料徴収条例の一部を改正する
条例の制定について

建設課
道路法施行令が一部改正されたことを受け、本市の実情を考慮し占用料を変
0969－56－1111
更するものです。主な変更点は、電柱等の占用料金です。
内線2203

上天草市上水道事業及び湯島簡易水道事業の設
置に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

当該条例の第3条第2項の給水区域と第4項の1日最大給水量を改めるもので
す。給水区域は国の認可を受けた給水区域名と当該条例に記載される給水
水道局
0969－58－2111 区域名が同じ記述を求められるところから、認可を受けた区域名に変更する
ものです。また、上水道事業の1日最大給水量を325㎥増加し12,254㎥に改め
内線3100
るものです。

上天草市水道事業給水条例の一部を改正する条
例の制定について

当該条例第2条の給水区域を改めるものです。ここでいう給水区域も上段の
水道局
「上天草市上水道事業及び湯島簡易水道事業の設置に関する条例」と同じ
0969－58－2111
区域となるため、上段の「上天草市上水道事業及び湯島簡易水道事業の設
内線3100
置に関する条例に規定する区域」と改めます。
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平成21年度上天草市一般会計補正予算（第9号）

一般会計補正予算第9号は、歳入歳出9,426万円を減額し、予算総額を167億
3,361万円とするもので、主な内容としては、ほとんどが事業の確定に伴う予
財政課
0964－56－1111 算額の減額であり、増額となっているものとしては水産物荷さばき施設整備
事業2億1,000万円、さんぱーる加工場新設事業1,936万円及び子ども手当シ
内線1239
ステム開発業務委託料495万円などがそれぞれ増額補正となっています。

平成21年度上天草市国民健康保険特別会計（事
業勘定）補正予算（第4号）

保険給付費の増額等に伴い、歳入歳出それぞれ4,395万円を増額するもので
保健課
す。（予算総額の歳入歳出は、それぞれ50億2,463万円となります。）歳入は、
0969－56－1111
国民健康保険税マイナス2,490万円、国庫支出金5,558万円など。歳出は、保
内線2112
険給付費6,000万円、共同事業拠出金1,389万円など。

平成21年度上天草市老人保健医療特別会計補正
予算（第2号）

医療給付費の減額等に伴い、歳入歳出それぞれ1,743万円を減額するもので
保健課
す。（予算総額の歳入歳出は、それぞれ1,228万円となります。）歳入は、支払
0969－56－1111
基金交付金マイナス1,005万円、国庫支出金マイナス681万円など。歳出は、
内線2112
医療給付費マイナス1,940万円、支払基金交付金返還金85万円など。

平成21年度上天草市診療所特別会計補正予算
（第5号）

予防接種収入の増額等に伴い、歳入歳出それぞれ29万円を増額するもので
保健課
す。（予算総額の歳入歳出は、それぞれ7,091万円となります。）歳入は、予防
0969－56－1111
接種委託料5万円、予防接種個人負担金23万円など。歳出は、職員人件費マ
内線2112
イナス35万円、特定健診委託料マイナス23万円など。

介護給付費の減額等に伴い、歳入歳出それぞれ6,403万円を減額するもので
高齢者ふれあい課 す。（予算総額の歳入歳出は、それぞれ29億6,266万円となります。）歳入は、
平成21年度上天草市介護保険特別会計補正予算
0969－56－1111 国庫支出金1,615万円、支払基金1,775万円、県支出金945万円、市繰出金
（第3号）
823万円などの減額。歳出は、予防プラン149万円、保険給付費5,520万円、地
内線2129
域支援事業575万円などを減額するものです。
平成21年度上天草市斎場特別会計補正予算（第5
号）

環境衛生課
0969－56－1111 上天草市立斎場の改築工事等の繰越明許費に係る補正です。
内線2320

平成21年度上天草市天草四郎メモリアルホール
特別会計補正予算（第3号）

入館者の減少に伴い、歳入歳出それぞれ141万円を減額するものです。（予
商工観光課
算総額の歳入歳出は、それぞれ3,902万円となります。）歳入は、入館料マイ
0964－56－1111
ナス472万円、基金繰入金355万円など。歳出は、管理費マイナス85万円、予
内線1132
備費マイナス56万円。
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平成21年度上天草市公共下水道事業特別会計補
正予算（第5号）

都市整備課
歳入、歳出補正予算の総額は284万円の減額です。歳出の主なものは処理
0969－56－1111
場維持管理費181万円の減額です。
内線2213

平成21年度上天草市物揚場造成事業特別会計補
正予算（第2号）

建設課
当初予算に対し、物揚場使用料の増に伴い、一般会計からの繰入金を減す
0969－56－1111 るものです。（歳入内訳）物揚場使用料137万円、一般会計繰入金マイナス
内線2207
137万円。

平成21年度上天草市後期高齢者医療特別会計補
正予算（第3号）

後期高齢者保険料1,000万円の減額等に伴い、歳入歳出それぞれ1,400万円
を減額するものです。（予算総額の歳入歳出は、それぞれ3億4,227万円となり
保健課
0969－56－1111 ます。）歳入は、後期高齢者保険料マイナス1,000万円、一般会計繰入金マイ
ナス400万円。歳出は、郵便料マイナス400万円、後期高齢者医療広域連合
内線2112
納付金マイナス1,000万円。

平成21年度上天草市立上天草総合病院事業会計
補正予算（第4号）

収益的支出予算額において医業費用賃借料の予算額が酸素療法装置の借
病院
り上げ患者の増加に伴い不足するため、健康管理センター費用、委託料より
0969－62－1122
500万円の組み換えを行うものです。また、資本的支出において企業債償還
内線5246
金元金の不足のため、建設改良費より513万円の組み換えを行うものです。

平成22年度上天草市一般会計予算

平成22年度当初予算額は、149億8,340万円で前年度当初予算と比較して7億
4,740万円、率にして5.3％の増となっています。主な事業としては、子ども手当
財政課
0964－56－1111 4億5,765万円、大矢野中学校体育館建設事業4億2,500万円、熊本県緊急雇
用創出基金を活用した雇用の創出に1億4,956万円、住宅用太陽光発電シス
内線1239
テム設置補助金及び上天草高校支援関連予算などです。

平成22年度上天草市国民健康保険特別会計（事
業勘定）予算

平成22年度当初予算額は、50億372万円です。前年度当初予算と比較して3
保健課
億2,359万円（6.9％増）の増額となります。主な事業としては、保険給付事業
0969－56－1111
（医療給付費・高額療養費・出産育児費等）及び保健事業（はり灸助成・特定
内線2112
健康診査・健康保持増進等）などです。

平成22年度上天草市老人保健医療特別会計予算

保健課
平成22年度当初予算額は、136万円です。前年度当初予算と比較して1,912
0969－56－1111 万円（93.4％減）の減額となります。主な事業としては、旧老人医療制度給付
内線2112
事業です。
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平成22年度上天草市診療所特別会計予算

平成22年度上天草市介護保険特別会計予算

保健課
平成22年度当初予算額は、7,201万円です。前年度当初予算と比較して726
0969－56－1111 万円（11.2％増）の増額となります。主な事業としては、湯島診療所運営事業
内線2112
です。
平成22年度当初予算額は、28億4,457万円です。前年度当初予算と比較して
高齢者ふれあい課
5,283万円（1.9％減）の減額となります。主な事業としては、保険給付事業（介
0969－56－1111
護サービス・介護予防サービス・特定入居者介護サービス等）及び地域支援
内線2129
事業（介護予防・包括的支援事業・任意事業等）などです。

平成22年度上天草市斎場特別会計予算

環境衛生課
平成22年度当初予算額は、1,501万円です。前年度当初予算と比較して231
0969－56－1111 万円（15.4％増）の増額となります。主な事業としては、使用料収入及び斎場
内線2320
運営に係る維持管理事業等です。

平成22年度上天草市天草四郎メモリアルホール
特別会計予算

平成22年度当初予算額は、3,449万円です。前年度当初予算と比較して235
商工観光課
万円（6.8％減）の減額となります。主な事業としては、歳入として入館料3,314
0964－56－1111
万円などです。また、歳出として人件費1,298万円、施設管理費1,768万円など
内線1132
です。

平成22年度上天草市公共下水道事業特別会計予算

都市整備課
歳入、歳出予算の総額は3億4,200万円。歳出の主なものは下水道費1億
0969－56－1111 1,800万円（うち、下水道建設費4,700万円、処理場維持管理費5,400万円）、公
内線2213
債費2億2,200万円です。

平成22年度上天草市物揚場造成事業特別会計予算

建設課
阿村港物揚場造成事業費償還に伴う特別会計予算です。阿村港野積場使用
0969－56－1111
料と一般会計からの繰入金を起債償還に充てます。
内線2207

平成22年度上天草市後期高齢者医療特別会計予算

保健課
平成22年度当初予算額は、3億9,062万円です。前年度当初予算と比較して
0969－56－1111 2,167万円（5.9％増）の増額となります。主な事業としては、後期高齢者医療
内線2112
事業及び保健事業（はり灸助成）です。

平成22年度上天草市水道事業会計予算

平成22年度の収益的収入及び支出の予定額は、収入・支出とも9億2,205万
円です。資本的収入及び支出の予定額は、収入4億6,090万円、支出8億4,966
水道局
0969－58－2111 万円で、収入が支出に対して不足する3億8,876万円は、過年度分損益勘定
留保資金等で補てんします。主な事業としては、倉江浄水場建設工事3億円、
内線3100
倉江配水池建設工事1億5,000万円などです。
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平成22年度上天草市立上天草総合病院事業会計
予算

業務の予定量は、病院、年間入院患者数67,525人（昨年度同様）、年間外来
患者数127,856人（昨年度3,172人増）、主な建設改良工事は、医療機械器具
購入4,900万円、建設改良費4,500万円です。付属施設として看護学校定数
120人。健康管理センターは、住民健診者数18,380人、人間ドック数70件、事
業所検診等450件。訪問看護ステーションは、訪問件数1,812件、介護老人保
健施設は、年間入所者数17,885人年間通所者6,552人。居宅介護支援セン
病院
ターは、介護予防計画数670件。教良木診療所は、年間外来患者数4,674人
0969－62－1122
を予定しています。収益的収入及び支出の予定額は、35億5,397万円（昨年
内線5246
度当初比1億5,096万円の増）。資本的収入および支出の予定額は、資本的
収入2億1,634万円（昨年度当初比3,369万円の増）資本的支出3億2,403万円
（昨年度当初比1,613万円の増）です。なお、資本的収入額が資本的支出額に
対し不足する額については、当年度損益勘定留保資金で補てんします。ま
た、企業債の限度額は、9,000万円。一般会計からの負担金及び補助金は、2
億8,251万円です。

あらたに生じた土地の確認について

農林水産課
大道漁港広域水産物供給基盤整備事業に伴い、あらたに生じた土地を確認
0964－56－1111 するものです。（場所：龍ヶ岳町大道地先 面積：5，303.6㎡ 用途：漁港施設
内線1210
用地）

字の区域の変更について

大道漁港広域水産物供給基盤整備事業に伴い、あらたに生じた土地の区域
農林水産課
0964－56－1111 内の字の区域を変更するものです。（場所：龍ヶ岳町大道地先 面積：5，
内線1210
303.6㎡ 用途：漁港施設用地）

あらたに生じた土地の確認について

建設課
樋島港港湾改修事業に伴い、あらたに生じた土地を確認するものです。（場
0969－56－1111
所：龍ヶ岳町樋島港区［瀬戸地区］ 面積：3，855.84㎡ 用途：港湾施設用地）
内線2207

字の区域の変更について

建設課
樋島港港湾改修事業に伴い、あらたに生じた土地の区域内の字の区域を変
0969－56－1111 更するものです。（場所：龍ヶ岳町樋島港区［瀬戸地区］ 面積：3，855.84㎡
内線2207
用途：港湾施設用地）

市道路線の認定について

建設課
国道266号の旧道引き継ぎ区間及び認定要件を満たす路線について、次のと
0969－56－1111 おり認定するものです。 ①大戸鼻10号線 ②牟田線35号 ③牟田線36号
内線2203
④永目線29号 ⑤永目線30号
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